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LOOBはフィリピンのイロイロ市で2001年に非政府組織（NGO）として活動をスタ
ートし、2021年で20周年を迎えることができました。近年、貧困格差の解消や地球
環境保護に向けて、NGO／NPOの役割は年々重要になっていると思います。これか
らも”一方的な支援でなく、現地の人と共に学び成長する”をモットーに青少年が国
を越えて友愛と奉仕の精神を育み、持続可能な未来を創造する次世代リーダーを育成
していきます。ぜひ成果報告を見て共感頂けたら一緒に協働していきましょう！

NGO LOOB代表 小林幸恵

2021年のLOOB JAPANは、行政、教育機関、企業、そして意思のある学生と分野横
断で連携を増やせました。コロナ禍で培われたオンライン化のメリットを最大限に
活かせた一年間だったと思います。また日本側は国内インターン制度を導入し、3年
目を迎えました。日本・フィリピンの架け橋且つSDGsリーダーとして活動していけ
る人材育成にも力を入れていきます。2022年度は、より現地の青少年と共に創り上
げていく日比の協働プログラムを展開していきます。

NPO法人LOOB JAPAN 理事 吉永幸子
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ごあいさつ
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2021年度 会員数102名（正会員20人、賛助会員39人、特定事業会員43人）
・ 日本：非専従職員2人、インターン14名、ボランティア20人
・ フィリピン：専従職員5人、インターン10名、ボランティア20人

LOOB 団体概要
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LOOB 20年の活動成果
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「青少年のエンパワーメントで未来を創る」ため、10個の
SDGsにコミットし、2020～2024年の５年間で1,000人の
SDGsリーダー育成を目指しています。

＊SDGsリーダーとは？LOOB主催のSDGsアカデミア研修生をカウントして
おり、2021年度は日本人302人、フィリピン75人が参加しました！

LOOB 2024年までの活動目標
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子ども達への教育支援事業

P８

教育的課題

2年以上続く学校閉鎖で、特
に低所得者世帯で自宅学習
が難しく、子ども達の学び
が大幅に低下した。

Children Youth Communities

社会的課題

若者は地域ボランティアや
異文化交流の機会を奪われ、
経験を積む場所が減った。
若者の自殺増加。

経済的課題

経済活動の低迷で貧困率が
増加。代替え的な収入源の
確立とコミュニティ内の助
け合いの拡充が急務。

国際理解・青少年育成事業

P９

地域協力・国際協力事業

P11

LOOB 2021年の重点課題と活動の成果
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“一番心に残ったの
はBinnys Songとい
う環境セミナーに参
加したことです。地
球の未来を考えて、
海を汚さないように
します”Ma.Lyn

01 Education for Children 途上国の子ども達への教育支援事業

8

貧困層の子ども達（6
～18歳）に学資援助
とノンフォーマル教
育を2本立てで行う。

70人

奨学生から高校生ま
での66人と、大学
生4名を支援。

大学生はその地域の
子ども達のメンター
として活躍中！

100人

ノンフォーマル教育
活動では、中高生リ
ーダーがコミュニテ
ィ図書館を開設しま
した！

VOICE

子ども達の支援活動
を動画でみよう！

APPROACH

https://www.youtube.com/watch?v=PlNqm7KrtbI
https://www.youtube.com/watch?v=PlNqm7KrtbI


国際理解・青少年育成事業

日比のユースに異文
化理解とSDGs研修を
提供し、未来を共創
できるグローバルリ
ーダーを育成する。

302人

SDGsアカデミアの
Youth Exchangeの
リーダー研修受入数
は前年の2倍増に。

02 Experience for Youth
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1,617人

日本の中学生から
大学生まで、オン
ライン交流でフィ
リピンの同年代と
交流した数は、前
年比2倍に！

135人

20校

5校

関西大蔵高校、鎌倉学園、
兵庫国際高校、朋優学院、
米原高校、福岡西陵
八戸高等専門学校、
名古屋外国大学、東洋大学

“初めは緊張したけ
どオンラインで日本
の学生をリードする
ファシリテーターに
認定されて、自分の
自信になりました”
Mary June

現地ユースの活躍を
動画で
みよう！

VOICE

APPROACH

https://www.youtube.com/watch?v=0IKFT_eN93A
https://www.youtube.com/watch?v=MjELuVOkPTM&t=777s
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国際理解・青少年育成事業02 Experience for Youth

詳しく見る

https://www.loobinc.com/sdgs-academia.html
https://www.loobinc.com/sdgs-esap.html


地域協力・国際協力事業

コミュニティのユース
リーダーを通じて、困
窮世帯に対しフェアト
レード事業および物資
食糧支援を行う。

985世帯

コロナ緊急支援でご
み山コミュニティ等
に米や衛生キットを
配布しました。

03 Empowerment for Community
パートーなーシップ
の動画をみよう！

“ごみ山の不衛生な仕
事と比べると、今の裁
縫の仕事は快適で嬉し
いです。これからもジ
ュースパックを応援し
てくださいね”Nanay
Lita

734,500円
歳末フェアトレード
募金の集計額。この
うち50％は台風30
号で被災した4地域
に現金・米、種子を
寄付しました。

“ごみはポップな宝物！と
いう3分の作品で第3回
SDGsクリエイティブアワ
ードを受賞しました！

VOICE

APPROACH
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https://www.youtube.com/watch?v=0IKFT_eN93A
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日本国内オペレーション

その他の活動

フィリピンの活動を日
本のみなさまに伝える
活動も行っています。

04 Administration

35名

国際協力/NGOのテーマで
小林、吉永が講演会。

・中央大学
・開智国際大学
・東洋大学
・桜美林大学
・八戸工業大学第二高校

●1月ワンワールドフェスティバル出展
（SDGs動画コンテスト一般部門で優秀賞！）
●4月アースデイ東京出展
●6月学生向けキャリアフェス開催、出張SDGs授業
●8月読書会～SDGs BOOK～
●9月日比の教育事情を知るセミナー開催

グローバルフェスタ出展

●10月フェアトレード生産者とのお話会

●11月SDGsよこはまcityサイドイベント出展

10イベント 動員数340人

【国内インターン】

企画、広報、英通訳、フ
ェアトレードチームで活
動。総勢35名にLOOBで
活躍いただきました！今
年は初の高校生インター
ンも！

VOICE
6校 “一からイベントを創り

上げ、周りを巻き込む経
験ができて良かったで
す” T・F／企画

“現地の文化や生活など、
価値観の違いを知り、受
け入れることの大切さに
気付きました”

M・W／英通訳
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LOOBの事業にご参加・ご支援頂いたパートナー様
（ロゴをクリックすると飛びます）04 Administration
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http://www.nakamura-brace.co.jp/
https://takeda-seibu.com/
https://twitter.com/happymake_happy
https://withtheworld.co/
https://englishhub.jp/
https://shop.mrsaturdayjwl.com/blog/2020/03/22/200120
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2021年度 NPO法人LOOB JAPAN 活動計算書
（詳細は財務諸表をご覧ください）

●資産の部：5,773,496円
●負債の部：52,800円

●総収入12,205,388円
●総支出：11,904,348円

支出内訳：
①管理費 3,291,297円
②事業費 8,613,051円
・子ども教育支援事業 3,024,407円
・国際理解/青少年育成事業 3,939,053円
・地域協力/国際協力事業 1,649,591円

●総収入12,205,388円

●総支出：11,904,348円
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財務報告
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2022年へのステップ①（学生パートナー募集！）

貧困コミュニティでの廃棄物アップサイクルをサポートしながら、環境活動をしませんか？
日本とフィリピンで学校に出張し、製品の紹介や環境ワークショップを行う高校生・大学生を募集中です！

詳しく見る
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https://www.loobinc.com/fairtrade.html
https://www.loobinc.com/fairtrade.html
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2022年へのステップ②（企業パートナー募集！）

教育と環境の分野で若者の思考力と行動力を育てるリーダー育成プログラム『SDGsアカデミア』で、
リーダー育成活動とマングローブ植林活動に参画してくれる企業パートナー様を募集しています！

詳しく見る
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https://drive.google.com/file/d/11uFYiOF94JH9AnGyM3SZHyA6qaxOqqEG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11uFYiOF94JH9AnGyM3SZHyA6qaxOqqEG/view
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LOOB 連絡先

日本事務局 〒103-0014 東京都中央区日本橋
蛎殻町1丁目24-4 井川ビル２F
ソーシャルビジネスラボ

比事務局 Love Our Own Brethren (LOOB) Inc.
Lot23 Block14 NHAII, Mandurriao,
Iloilo City Philippines 5000

お問い合わせ： info@loobinc.com
● Facebook：NGO-LOOB-Official
● Instagram：loobinc
● Twitter: loobinc
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